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ＰａｒｔⅡ 

 
外国人客に対する 
飲食接遇マニュアル ＜基礎編＞ 
 

外国人のお客様を受け入れるに 
あたって考慮すべき事柄 

 
 

～ ～ 

世界中の至るところで日本食が受け入れられ、多くの外国人が 

日本を訪れて本物の料理を食べたいと感じている。 
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２-１ 外国人客接遇の心構え 

 

１.“一人ひとりのお客様に安心しておいしいものを召し上がっていただく” 

 

・ 食べることは人間の大きな喜びであり、飲食提供者の仕事は、食を通して、

お客様に喜びを与えることだといえる。わが国を訪れた外国人のお客様を

含め、一人ひとりのお客様に安心しておいしいものを召し上がっていただ

き、楽しんでお帰りになってもらうことが、飲食施設の最大の目的である。

飲食提供者は、一人ひとりのお客様、一皿ひと皿の料理に心を込めて、お

もてなしをしてほしい。一番大切なことは、「一人ひとりのお客様に安心

しておいしいものを召し上がっていただきたい」という気持ちである。 

 

２.日本人と外国人と分け隔てなくおもてなしをする            

 

・ 外国人も日本人同様、おいしい食事を求めて飲食施設に訪れる。飲食提供

者が、日本人のお客様と外国人のお客様、さらには同じ外国人でも国や宗

教に合わせて対応を変えることは、お客様に「差別をされている」という

印象を持たれかねない。お迎えしたお客様を一人の大切なゲストとしてお

迎えして、精一杯のおもてなしで応える必要がある。日本人にも外国人に

も等しく深い満足を与えるおもてなしを追求し、そのための努力を惜しん

ではならない。 

 

３.外国人客への気配り・心配り                     

 

・ 日本人のお客様にはアレルギーなどの理由で特定の食材が食べられない

ケースが増加しているが、外国人のお客様の場合、それに加えて、宗教上

あるいは嗜好上の理由で食べられないもの、食べることを好まないものが

数多く存在する。さらに外国人のお客様は、日本語が話せない場合もある

ため、より細やかな対応と気配り・心配りが必要となってくる。 

 

・ 普段あまり接することがない外国人のお客様が訪れた際も、よく分からな

い、これまで外国人のお客様を扱ったことがないという理由で、外国人の

お客様を拒絶してしまうことは避けるべきである。逆に、わが国の飲食提

供者一人ひとりが日本の観光親善大使であると考えてもらい、食の提供と

心のこもったおもてなしを通じて、外国人のお客様に日本を好きになって

もらい、日本を深く理解してもらえるように努力することを期待したい。 
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４.事前の準備と心構え                         

 

・ わが国では現在、観光立国の実現に向けて、“ビジット・ジャパン・キャ

ンペーン”をはじめとする外国人旅行者の誘致に官民一体となって取り組

んでいる。また、日本食ブームを背景に、数多くの外国人が日本食を食べ、

日本食に親しむようになってきた。そのため今後は、さらに多くの外国人

が、「日本の食の魅力」を目的に日本を訪れてくることになるだろう。 

 

そのような状況の中、外国人のお客様からの突然の問い合わせや来訪が

あった場合、受入側である飲食提供者に「事前の準備と心構え」が十分で

ないと、お客様に対して適切な対応が取れないこともあるだろう。外国人

のお客様を含めた１人ひとりのお客様に日本での食事を楽しんでもらい、

無用な事故やトラブルをできるだけ避けるためには、「お店で扱っている

食材と料理の内容」、「外国人のお客様受入の基本的な対応方法」、「諸外国

に存在する多様な食文化・食習慣に関する一般的な知識」などについて理

解し、お店で「対応できること」と「対応できないこと」をあらかじめ把

握しておく必要がある。これらの準備と心構えを備えたうえで、実際に外

国人のお客様が訪れた場合には、できるだけお客様に満足していただくた

めの努力してもらいたい。 

 

・ 最後に、以下に示された外国人のお客様への対応方法などに関する情報は、

あくまで外国人接遇の基本的な考え方と取り組み方法であることを忘れ

ないでいただきたい。最終的には、個々の施設において、現場レベルで柔

軟な対応をしていくことが望まれる。 

 



15 

２-２ 外国人客接遇の基本的マナー 

 

１.第一印象を大切にする                        

 

・ 「おもてなしのこころ」を示すことが、外国人のお客様接遇において最も

大切な要素である。たとえ言葉が通じなくても、訪問したお客様をあたた

かく迎え入れ、誠実に対応することが重要である。そのためには、「①笑

顔ではっきりとご挨拶すること」、「②清潔な身だしなみと立ち居振る舞い

に注意すること」の２点に気をつける必要がある。特に外国人のお客様は、

言葉が通じないだけに、相手の表情や外見から受ける印象は非常に大きい

といえる。安心して、楽しく食事を召し上がっていただくためには、お客

様に対して良い第一印象を与えることが大切である。 

 

 

２.相手の立場に立った心のこもったおもてなし              

 

・ 外国人のお客様は日本人とは異なる習慣や価値観を持っており、日本人以

上に、相手の立場に立って物事を考えるということが求められる場面が多

くなる。特に食事に関する点では、特定の食材に対する要望（食べたいも

の、食べられないもの）、日本とは異なる食習慣や食事のマナーなどが存

在するため、お客様の言動をよく観察して、相手の立場に立ちながら、事

前に察知していくことが重要である。 

 

 

３.正確なコミュニケーション                      

 

・ 外国人のお客様から要求されるコミュニケーションのレベルは、飲食施設

によって様々であるが、最低限、「お客様が食べられないものを理解」し、

「飲食施設がお客様の要望に応えることができるかをお答えする」だけの

コミュニケーションができないと、大きな事故や深刻なトラブルを引き起

こすことにもなる。 

 

・ 外国人のお客様の要望を正しく迅速に把握するためには、相手の国の言葉

を話せることが最も効果的であり理想的でもある。一般的には英語が最も

利用度が高い言語であるが、お店におけるお客様の受入状況に応じて、英

語以外の言葉（ハングル、中国語、フランス語）が必要になることもある。 



16 

・ 最低限、「日本語と英語の併記メニュー」が存在しなければ、特に、宗教・

嗜好・アレルギーなどの理由で食べられないものがある外国人のお客様は、

料理を選ぶこともできない状況に陥ってしまう。お客様の満足度を高める

だけではなく、無用な事故を防ぐ可能性を高めるためにも、「日本語と英

語を併記したメニューを用意すること」をすべての飲食施設において真剣

に進めてほしい。 
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２-３ 食材、料理に関する理解 

 

１.「飲食店が提供する」食材と料理に関する理解             

 

・ 近年、わが国では食材の産地偽装問題が多数発覚して、国民の間で「食の

安全性」に関する意識が大きく高まっている。一方、海外に目を向けると、

世界には多様な食文化・食習慣を有する人々が数多く存在しており、ヨー

ロッパにおいては狂牛病や口蹄疫の発生以降「ベジタリアン」が急増して

いるといった動きもみられる。 

このような状況のもと、食の安全性を確保し、お客様の要望に的確に

応えるためにも、飲食提供者は「安全」と「おいしさ」へのこだわりを

強く持ち、取り扱う食材と料理に関して十分な理解をしておかなければ

ならない。 

 

 

２.「お客様が要望する」食材と料理に関する理解             

 

・ お客様の料理・食材に関する要望は多岐にわたるが、これらは「①食べる

ことができないもの」、「②食べてはいけないもの」、「③食べたくないもの」

の３つに整理すると分かりやすい。 

 

「①食べることができないもの」は、アレルギー症状を引き起こすな

ど、健康上の理由でお客様が一切口にすることができないもの、最悪の

場合には死に至ってしまうものが対象となる。これに該当する食材を取

り扱う場合には細心の注意を払う必要があり、お客様に対して事前に確

認を取ることが重要である。 

 

「②食べてはいけないもの」は、宗教上の教義や信念に関する理由で

お客様が食べることを忌避しているものが対象となる。これらは、実際

にお客様が食べた場合も健康上の影響はみられないが、お客様と飲食店

との深刻なトラブルを引き起こす可能性が非常に高いため、特に注意が

必要である。豚肉・牛肉のエキスやスープ、豚・鰹節の出汁などが料理

にわずかでも混入することに対して、敏感に反応することが多い。これ

に該当する食材を取り扱う場合にも十分に注意を払う必要があり、お客

様に対して事前に確認を取ることが重要となる。 
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「③食べたくないもの」は、個人の主義や嗜好に関する理由でお客様

が食べることを忌避しているものが対象となる。前二者との比較では、

大きな問題を引き起こす可能性は低いと言えるが、お客様の要望に合わ

せて的確な対応をする必要がある。 

 

・ 取扱いに気をつけなければならない食材は以下の通りであるが、いずれも

予約もしくはお店でのオーダー時にお客様に食べられないものを確認し

て、該当する食材を把握する必要がある。個人で勝手な判断をすることは、

特にアレルギーの問題などで、非常に危険であるため、絶対に避けなけれ

ばならない。特にサービススタッフと調理場がコミュニケーションを図る

ことは重要であり、料理人が工夫を凝らすこと、良質な材料を使うことな

どで、お客様の要望への対応が可能となる。 

 

 

【表 宗教・嗜好別 取扱い注意の食材】 

 

① ベジタリアン 

 

－肉全般、魚介類全般、卵、一部ではあるが乳製品、一部ではあるが根

菜・球根類などの地中の野菜類、一部ではあるが五葷（ごくん：ニンニ

ク、ニラ、ラッキョウ、玉ねぎ、アサツキ） 

 

※対象国は、米国、カナダ、英国をはじめとするヨーロッパ、インド

や台湾をはじめとするアジアなど、世界中に分布する。 

※ベジタリアンは多種多様な種類が存在するため、「ベジタリアン」と

いう呼称だけで、肉だけを食べない人と思いこんではならない。実

際には鳥肉、魚肉、卵、乳製品を食べる人・食べない人がいるため、

お客様が食べられないものが何かを正確に確認する必要がある。 

※厳格なベジタリアンには、肉類を料理した調理器具が使われること

を忌避する人もいる。 

※魚介類全般を忌避するベジタリアンの場合、「鰹節の出汁」も対象で

あり、注意が必要となる。この場合には、「昆布出汁」などの野菜や

海草を使った出汁を取る必要がある。 

※「ブイヨン」「ゼラチン」「肉エキス」には鶏・牛・豚・魚の肉や骨

が使われており、調理時に注意する必要がある。 

※「バター」（牛乳の脂肪）、「ラード」（豚の脂肪）、「ヘット」（牛の脂

肪）、「魚油」、「馬油」などの動物性脂は、調理時に注意する必要があ

る。「動物性脂」が使えない場合には、「植物性油」を使用する。 

※イカ、タコ、カニ、エビ、貝類は酢の物などに使われることがある

ため、注意が必要である。 
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※「卵」については、まれに宗教上の理由から、有精卵を避けて無精

卵だけを食べる人もいる。 

※乳製品は「牛乳」「クリーム」「バター」「マーガリン」「チーズ」な

どが該当する。主に、健康上の理由によるベジタリアンが乳製品を忌

避する。一般的に、宗教上の理由によるベジタリアン（ヒンドゥー教

徒など）は乳製品を多く取る傾向が強い。 

※根菜・球根類などの地中の野菜類は「ジャガイモ」「にんじん」「し

ょうが」「にんにく」「サツマイモ」などが該当し、インドのジャイナ

教では、掘り起こす際に小生物を殺傷することから、食べることが禁

じられている。 

※五葷（ごくん）は「ニンニク」「ニラ」「ラッキョウ」「玉ねぎ」「ア

サツキ」が該当し、厳格な仏教徒とヒンドゥー教徒には、臭いが強く

修行の妨げになるとの理由から、食べることが禁じられている。 

※精進料理がベジタリアンに対応できる料理だと思いこんではならな

い。精進料理は「鰹節の出汁」を使用することがあり、その場合、魚

介類全般を食べることができるベジタリアン以外には提供できない。

「昆布出汁」などを使用する必要があるため、注意が必要である。 

※ベジタリアンには、野菜だけでなく豆腐などを使った料理も喜ばれ

る。欧米のベジタリアンは豆腐ハンバーグなどを好んで食べている。 

※特にアジアのベジタリアンは、特定の日時や特定の期間（お釈迦様

が生まれた期間など）に限定してベジタリアンになる場合もあるため、

注意が必要である。 

※インドのベジタリアンには、ノンベジタリアンと食事を同席するこ

とを拒否する人もいる。 

 

 

② イスラム教徒 

 

豚、アルコール、血液、宗教上の適切な処理が施されていない肉、うな

ぎ、イカ、タコ、貝類、漬け物などの発酵食品 

 

※イスラム教徒は世界各地に居住しており、特にアジア、北アフリカ、

中東における人数が多いとされる。中東諸国は国民の大多数がイス

ラム教徒であるが、世界におけるイスラム教徒の人数ではアジアが

多数を占める。 

※イスラム教徒は、「食材」「料理に付着する血液」「（料理が調理され

る）厨房」「（料理を調理する）調理器具」がイスラム教の教義に則っ

たものかという点に非常に敏感である。実際にはこれらのすべてを厳

格に守るイスラム教徒は少数派ではあるが、すべての条件を満たした

料理しか食べないイスラム教徒もいるため、注意が必要である。 
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※特に注意が必要な食材は「豚」「アルコール」「血液」「宗教上の適切

な処理が施されていない肉」である。 

※「ブイヨン」「ゼラチン」「肉エキス」には豚の肉や骨が使われてお

り、調理時に注意する必要がある。ソースやスープには「豚エキス」

が使われることが多い。 

※「ラード」（豚の脂肪）は、調理時に注意する必要がある。「植物性

油」を代用するとよい。 

※厳格なイスラム教徒には、豚肉を料理した調理器具が使われること

を忌避する人もいる。 

※水餃子などの「豚を想起させる名称の料理」は、たとえ食材に豚が

使用されていない場合も感覚的に拒絶されるため、注意が必要である。 

※アルコールは「料理酒」「調味料」（みりんなど）「香り付け」「デザ

ート」など様々な料理に使われることがあり、特に注意が必要である。 

※「アルコールの使用を想起させるもの」も感覚的に拒絶されるため、

注意が必要である。例えば、コース料理では、ワイングラスがテーブ

ル上に置かれていることにさえ嫌悪感を表す人もいるため、アルコー

ルを飲まないお客様のワイングラスはあらかじめ下げておく必要が

ある。また、実際にはアルコール以外のソフトドリンクなども出され

るとしても、「カクテルパーティー」という言い方でイスラム教徒を

誘うと参加を避ける人もいる。 

※血液は不浄なものとして忌避される。肉類や魚の焼き具合と調理方

法には気をつける方がよい。 

※厳密には「宗教上の適切な処理が施されていない肉」も食べること

ができないため、厳格なイスラム教徒は食べることを忌避する場合も

ある。しかし実際は、豚肉以外の肉類ということで、牛肉、鶏肉、羊

肉を食べるイスラム教徒も多い。また、魚料理は食べられる（ただし

生魚を食べる習慣がない人が多い）。 

※イスラム教で適切な処理を施した食材は「ハラルミール」と呼ばれ、

購入することが可能な食材である。 

※「うなぎ」「イカ」「タコ」「貝類」「漬け物などの発酵食品」につい

ては宗教上の教義で禁じられているわけではないが、嫌悪感を示され

るので、料理の食材として扱うことは避ける方がよい。「ウロコのあ

る魚」と「エビ」は食べられる。イカ、タコ、貝類は酢の物などに使

われることがあるため、注意が必要である。 

※日本の料理で扱う食材としては一般的ではないが、「爬虫類」「昆虫

類」「肉食動物」も宗教上の教義で禁じられているわけではないが、

嫌悪感を示されるので、料理の食材として扱うことは避ける方がよい。 

※なおコーランの中では、「死獣の肉」「血液」「豚肉」「異神に捧げら

れたもの」を食べることが禁じられている。 
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③ 仏教 

 

－一部ではあるが肉全般、一部ではあるが牛肉、一部ではあるが五葷（ご

くん：ニンニク、ニラ、ラッキョウ、玉ねぎ、アサツキ） 

 

※食に関する禁止事項がみられるのは、一部の僧侶と厳格な信者に限

定される。特に、東アジア（中国、台湾、韓国、ベトナムなど）、中

央アジア（チベット、モンゴルなど）など、大乗仏教が広まっている

地域に多くみられる。 

※大乗仏教では、肉食を避ける傾向が強い。また厳格な仏教徒には、

臭いが強く修行の妨げになるとの理由から、五葷（ごくん：ニンニク、

ニラ、ラッキョウ、玉ねぎ、アサツキ）を食べることが禁じられる。 

※一部の宗派は食べ物に禁止事項が存在し、中国系で観音信仰の人は

牛肉を食べないこともある。 

※「ブイヨン」「ゼラチン」「肉エキス」には鶏・牛・豚・魚の肉や骨

が使われており、調理時に注意する必要がある。 

※「バター」（牛乳の脂肪）、「ラード」（豚の脂肪）、「ヘット」（牛の脂

肪）、「魚油」、「馬油」などの動物性脂は、調理時に注意する必要があ

る。「動物性脂」が使えない場合には、「植物性油」を使用する。 

 

④ キリスト教 

 

－一部ではあるが肉全般、一部ではあるがアルコール類、コーヒー、紅

茶、お茶、タバコ 

 

※キリスト教では、基本的に食に関する禁止事項はほとんどない。少

数派ではあるが、一部の分派では、食を含めた様々な禁止事項を規程

している。 

※食に関する規制事項がみられるモルモン教とセブンスデー・アドベ

ンチスト教会はいずれも米国に本部があり、また米国内の信者も多い。 

※モルモン教では、アルコール類、コーヒー、紅茶、お茶、タバコの

摂取が禁じられている。 

※セブンスデー・アドベンチスト教会では、信者に菜食を勧めている。 

※「ブイヨン」「ゼラチン」「肉エキス」には鶏・牛・豚・魚の肉や骨

が使われており、調理時に注意する必要がある。 

※「バター」（牛乳の脂肪）、「ラード」（豚の脂肪）、「ヘット」（牛の脂

肪）、「魚油」、「馬油」などの動物性脂は、調理時に注意する必要があ

る。「動物性脂」が使えない場合には、「植物性油」を使用する。 

※アルコールは「料理酒」「調味料」（みりんなど）「香り付け」「デザ

ート」など様々な料理に使われることがあり、特に注意が必要である。 
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⑤ ユダヤ教徒 

 

－豚、血液、イカ、タコ、エビ、カニ、ウナギ、貝類、ウサギ、馬、宗

教上の適切な処理が施されていない肉、乳製品と肉料理の組合せ など 

 

※ユダヤ教では、「カシュルート」において、食べてよいものと食べて

はいけないものが厳格に区別されている。ユダヤ教で食べてよい食べ

物は「コーシェル」と呼ばれる。 

※特に注意が必要な食材は「豚」「血液」「宗教上の適切な処理が施さ

れていない肉」「乳製品と肉料理の組合せ」である。 

※「ブイヨン」「ゼラチン」「肉エキス」には豚の肉や骨が使われてお

り、調理時に注意する必要がある。ソースやスープには「豚エキス」

が使われることが多い。 

※「ラード」（豚の脂肪）は、調理時に注意する必要がある。「植物性

油」を代用するとよい。 

※水餃子などの「豚を想起させる名称の料理」は、たとえ食材に豚が

使用されていない場合も感覚的に拒絶されるため、注意が必要である。 

※血液は不浄なものとして忌避される。肉類や魚の焼き具合と調理方

法には気をつける方がよい。 

※イカ、タコ、エビ、カニ、貝類は酢の物などに使われることがある

ため、注意が必要である。また、カニかまぼこなどの「カニを想起さ

せる名称の料理」は、たとえ食材にカニが使用されていない場合も感

覚的に拒絶されるため、注意が必要である。 

※厳密には「宗教上の適切な処理が施されていない肉」も食べること

ができないため、肉類を食べることを忌避するユダヤ人もいる。それ

ほど厳格ではないユダヤ教徒であれば、牛肉、鶏肉、羊肉を食べる人

もいる。また、魚料理は食べられる。 

※ユダヤ教で適切な処理を施した食材は「コーシャミール」と呼ばれ

るが、日本国内では入手が困難である。 

※乳製品と肉料理の組合せとは、“お腹のなかで乳製品と肉料理が一緒

になってはいけない”ということである。乳製品と肉料理を一緒に使

った料理を食べること（チーズバーガー、肉入りシチューなど）、献

立の中に乳製品と肉料理が一緒に存在すること、同じ調理器具で乳製

品と肉料理を一緒に煮ること、乳製品を食べた後の数時間以内に肉料

理を食べること（肉料理を食べた後の乳製品も同様）も忌避される。 

※日本の料理で扱う食材としては一般的ではないが、ユダヤ教の聖典

では、「ラクダ」「ウサギ」「ほとんどの昆虫類」「肉食動物」「一部の

鳥類（猛禽類、ダチョウ、カラスなど）など、様々なものを食べるこ

とが禁じられているため、特別な食材を使う場合には、事前に確認を

する方がよい。 
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⑥ ヒンドゥー教 

 

－肉全般、牛、豚、魚介類全般、卵、生もの、五葷（ごくん：ニンニク、

ニラ、ラッキョウ、玉ねぎ、アサツキ） 

 

※ヒンドゥー教徒はインド及びネパールに多数存在する。 

※肉食が避けられる。肉類、卵、魚が忌避の対象となるが（卵だけ、

魚だけ食べる人もいる）、一般的に乳製品は多量に摂取する。高位の

カーストや社会的地位の高い人ほど肉食を避ける傾向が強い。 

※厳格なヒンドゥー教徒には、肉類を料理した調理器具が使われるこ

とを忌避する人もいる。 

※宗教上・健康上の理由や願掛けをするため、特定の日（1日や 1週間

など）だけ、肉食を避ける人もいる。 

※肉食をする人もいる。その場合にも食べる対象は、鶏肉、羊肉、ヤ

ギ肉に限定される。 

※牛は神聖な動物として崇拝され、牛を食べることは禁忌とされる。 

※豚は不浄な動物とみなされ、基本的に食べることはない。 

※魚介類全般を忌避する場合、「鰹節の出汁」も対象であり、注意が必

要となる。この場合には、「昆布出汁」などの野菜や海草を使った出

汁を取る必要がある。 

※「ブイヨン」「ゼラチン」「肉エキス」には鶏・牛・豚・魚の肉や骨

が使われており、調理時に注意する必要がある。 

※「バター」（牛乳の脂肪）、「ラード」（豚の脂肪）、「ヘット」（牛の脂

肪）、「魚油」、「馬油」などの動物性脂は、調理時に注意する必要があ

る。「動物性脂」が使えない場合には、「植物性油」を使用する。 

※「卵」については、有精卵を避けて無精卵だけを食べる人もいる。 

※一般的に、生ものを食べる習慣はない。 

※厳格なヒンドゥー教徒は、五葷（ごくん：ニンニク、ニラ、ラッキ

ョウ、玉ねぎ、アサツキ）を食べることが禁じられる。 

※自国の料理しか食べない人も多い。 

※不浄の観念から、他人の料理や残り物を取り分けて食べることを拒

否する。 

※異なるカーストと一緒に食事をすることを嫌う人もいる。ノンベジ

タリアンと食事を同席することを拒否するベジタリアンもいる。 

 

⑦ ジャイナ教 

 

－肉全般、魚介類全般、卵、根菜・球根類などの地中の野菜類、ハチミ

ツ 
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※インド（インド以外の国にはほとんど存在しない）。 

※一切の肉食（肉類、魚介類）が禁止される。卵も食べない。 

※厳格なジャイナ教徒には、肉類を料理した調理器具が使われること

を忌避する人もいる。 

※「鰹節の出汁」も対象であり、注意が必要となる。この場合には、「昆

布出汁」などの野菜や海草を使った出汁を取る必要がある。 

※「ブイヨン」「ゼラチン」「肉エキス」には鶏・牛・豚・魚の肉や骨

が使われており、調理時に注意する必要がある。 

※「バター」（牛乳の脂肪）、「ラード」（豚の脂肪）、「ヘット」（牛の脂

肪）、「魚油」、「馬油」などの動物性脂は、調理時に注意する必要があ

る。「植物性油」を代用するとよい。 

※厳格なジャイナ教徒は、土を掘り起こして小生物を殺すことを避け

るため、根菜（大根、にんじん、ゴボウ、カブなど）も食べない。 
※厳格なジャイナ教徒は、ハチミツも口にしない。 

 

 

【表 お客様の要望別 取扱い注意の食材】 

 

① 食べることができないもの 

 

健康上の理由で一切口にすることができない食材、最悪の場合には死に

至ってしまう食材 

 

－そば、落花生（→食物アレルギーの症状が重篤のもの） 

 

－卵、乳、小麦（→食物アレルギーの頻度が高いもの） 

 

－あわび、いか、イクラ、エビ、カニ、サケ、サバ、オレンジ、 

キウイフルーツ、桃、りんご、バナナ、くるみ、牛肉、鶏肉、 

豚肉、大豆、まつたけ、やまいも、ゼラチン 

 

 

② 食べてはいけないもの 

 

宗教上の教義や信念に関する理由で食べることを忌避している食材 

 

－肉全般     （注：豚、牛、鳥など、個別の動物は別項目で解説） 

 

※ベジタリアン、一部のキリスト教徒、一部の仏教徒、ヒンドゥー教徒、

ジャイナ教徒が対象となる。 
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※鳥肉を食べられるベジタリアンも存在するため、注意が必要である。 

※野菜だけでなく豆腐などを使った料理も喜ばれる。欧米のベジタリ

アンは豆腐ハンバーグなどを好んで食べている。 

※宗教上・健康上の理由や願掛けをするため、特定の日（1日や 1週間

など）だけ、肉食を避ける人もいる。 

※「ブイヨン」「ゼラチン」「肉エキス」には鶏・牛・豚・魚の肉や骨

が使われており、調理時に注意する必要がある。 

※「バター」（牛乳の脂肪）、「ラード」（豚の脂肪）、「ヘット」（牛の脂

肪）、「魚油」、「馬油」などの動物性脂は、調理時に注意する必要があ

る。「動物性脂」が使えない場合には、「植物性油」を使用する。 

 

－宗教上の適切な処理が施されていない肉 

 

※イスラム教徒、ユダヤ教徒が対象となる。 

※厳密には「宗教上の適切な処理が施されていない肉」も食べること

ができないため、厳格な信者は食べることを忌避する場合もある。し

かし実際は、豚肉以外の肉類ということで、処理の施されていない牛

肉、鶏肉、羊肉を食べる人もいる。 

 

－豚 

 

※ベジタリアン、イスラム教徒、一部のキリスト教徒、一部の仏教徒、

ユダヤ教徒、ヒンドゥー教徒、ジャイナ教徒が対象となる。 

※「ブイヨン」「ゼラチン」「肉エキス」には豚の肉や骨が使われてお

り、調理時に注意する必要がある。ソースやスープには「豚エキス」

が使われることが多い。 

※「ラード」（豚の脂肪）は、調理時に注意する必要がある。「植物性

油」を代用するとよい。 

※水餃子などの「豚を想起させる名称の料理」は、たとえ食材に豚が

使用されていない場合も感覚的に拒絶されるため、注意が必要である。 

 

－牛 

 

※ベジタリアン、一部のキリスト教徒、一部の仏教徒、ヒンドゥー教徒、

ジャイナ教徒、一部の台湾人、一部のタイ人が対象となる。 

※ヒンドゥー教では牛は神聖な動物として崇拝され、牛を食べること

は禁忌とされる。 

※中国系で観音信仰の仏教徒は牛肉を食べないこともある。 
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※「ブイヨン」「ゼラチン」「肉エキス」には豚の肉や骨が使われてお

り、調理時に注意する必要がある。ソースやスープには「豚エキス」

が使われることが多い。 

※「バター」（牛乳の脂肪）と、「ヘット」（牛の脂肪）は、調理時に注

意する必要がある。「植物性油」を代用するとよい。 

 

－馬 

 

※ベジタリアン、ユダヤ教徒、ヒンドゥー教徒、ジャイナ教徒が対象と

なる。 

※「馬油」は、調理時に注意する必要がある。「植物性油」を代用する

とよい。 

 

－ウサギ 

 

※ベジタリアン、ユダヤ教徒、ヒンドゥー教徒、ジャイナ教徒が対象と

なる。 

 

－魚介類全般  （注：イカ、タコなど、個別の魚介類は別項目で解説） 

 

※ベジタリアン、ヒンドゥー教徒、ジャイナ教徒が対象となる。 

※魚肉を食べられるベジタリアンも存在するため、注意が必要である。 

※魚介類全般を忌避するベジタリアンの場合、「鰹節の出汁」も対象で

あり、注意が必要となる。この場合には、「昆布出汁」などの野菜や

海草を使った出汁を取る必要がある。 

※精進料理がベジタリアンに対応できる料理だと思いこんではならな

い。精進料理は「鰹節の出汁」を使用することがあり、その場合、魚

介類全般を食べることができるベジタリアン以外には提供できない。

「昆布出汁」などを使用する必要があるため、注意が必要である。 

※「ブイヨン」「ゼラチン」「肉エキス」には魚の肉や骨が使われてお

り、調理時に注意する必要がある。 

※「魚油」は、調理時に注意する必要がある。「植物性油」を代用する

とよい。 

 

－イカ、タコ、エビ、カニ、ウナギ 

 

※ベジタリアン、ユダヤ教徒、ヒンドゥー教徒、ジャイナ教徒が対象と

なる。 

※イカ、タコ、エビ、カニは酢の物などに使われることがあるため、

注意が必要である。 
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※カニかまぼこなどの「カニを想起させる名称の料理」は、たとえ食

材にカニが使用されていない場合も感覚的に拒絶されるため、注意が

必要である。 

 

－貝類 

 

※ベジタリアン、ユダヤ教徒、ヒンドゥー教徒、ジャイナ教徒が対象と

なる。 

※酢の物などに使われることがあるため、注意が必要。 

 

－血液 

 

※イスラム教徒、ユダヤ教徒が対象となる。 

※血液は不浄なものとして忌避される。肉類や魚の焼き具合と調理方

法には気をつける方がよい。 

 

－卵 

 

※ベジタリアン、ヒンドゥー教徒、ジャイナ教徒が対象となる。 

※卵を食べられるベジタリアンも存在するため、注意が必要である。 

※宗教上の理由で、有精卵を避けて、無精卵だけを食べる人もいる。 

 

－乳製品 

 

※主に、健康上の理由によるベジタリアンが対象となる。宗教上の理由

によるベジタリアン（ヒンドゥー教徒など）は乳製品を多く取る。 

※「牛乳」「クリーム」「バター」「マーガリン」「チーズ」などが該当

する。 

 

－乳製品と肉料理の組合せ 

 

※ユダヤ教徒が対象となる。 

※乳製品と肉料理の組合せとは、“お腹のなかで乳製品と肉料理が一緒

になってはいけない”ということである。乳製品と肉料理を一緒に使

った料理を食べること（チーズバーガー、肉入りシチューなど）、献

立の中に乳製品と肉料理が一緒に存在すること、同じ調理器具で乳製

品と肉料理を一緒に煮ること、乳製品を食べた後の数時間以内に肉料

理を食べること（肉料理を食べた後の乳製品も同様）も忌避される。 
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－ハチミツ 

 

※一部のベジタリアン、厳格なジャイナ教徒が対象となる。 

 

 

－根菜・球根類などの地中の野菜類 

 

※台湾や中国の素食家、厳格なジャイナ教徒が対象となる。 

※「ジャガイモ」「にんじん」「しょうが」「にんにく」「サツマイモ」

などが該当する。 

 

－五葷（ごくん：ニンニク、ニラ、ラッキョウ、玉ねぎ、アサツキ） 

 

※厳格な大乗仏教の教徒、ヒンドゥー教徒が対象となる。 

 

－アルコール類 

 

※イスラム教徒、一部のキリスト教徒などが対象となる。 

※アルコールは「料理酒」「調味料」（みりんなど）「香り付け」「デザ

ート」など様々な料理に使われることがあり、特に注意が必要である。 

※イスラム教徒には、「アルコールの使用を想起させるもの」も感覚的

に拒絶されるため、注意が必要である。例えば、コース料理では、ワ

イングラスがテーブル上に置かれていることにさえ嫌悪感を表す人

もいるため、アルコールを飲まないお客様のワイングラスはあらかじ

め下げておく必要がある。また、実際にはアルコール以外のソフトド

リンクなども出されるとしても、「カクテルパーティー」という言い

方でイスラム教徒を誘うと参加を避ける人もいる。 

 

－コーヒー、紅茶、お茶、タバコ 

 

※一部のキリスト教徒（モルモン教徒など）が対象となる。 

 

 

③ 食べたくないもの 

 

個人の主義や嗜好に関する理由で食べることを忌避している食材 

 

※「食べたくないもの」は個人の嗜好によっても大きく異なる。国別・

宗教別・嗜好別の傾向は、「ＰａｒｔⅣ 国別・宗教別・嗜好別に見

た外国人客の食文化・食習慣」を参照。 
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３.食材の調達                             

 

・ 日本国内及び世界中で食の安全性に対する意識が高まっている。全ての飲

食提供者は、安全とおいしさにこだわり、安心して食べられるおいしい食

材を提供できるように責任を持つ必要がある。 

 

・ ほとんどの料理は、お客様から「食べることができないもの」「食べては

いけないもの」「食べたくないもの」を確認することによって解決する。

しかし、イスラム教徒とユダヤ教徒の場合には、適切な処理を施した食材

を要望する場合がある（イスラム教はハラルミール、ユダヤ教はコーシャ

ミール）。これらの食材は調達が困難な地域も存在するため、対応できな

い場合には、はっきりとその旨をお客様に伝える必要がある。可能であれ

ば、個別の対応をしてくれる他の飲食施設を紹介するとよい。 

 

・ ハラルミールとコーシャミールをどうしても入手しなければならない場

合には、日本国内にある各種団体を通じて、入手方法を確認するとよい。 

特定の国や地域、宗教や嗜好に関する情報を確認する場合にも、各国

大使館、各国政府観光局、各種団体などに問い合わせをするとよい。 

 

＜宗教上の適切な処理を施した食材と入手問い合わせ先＞ 

 

○ ハラルミール （イスラム教） 

 

※ハラルミールを扱っている食材店は国内に存在する。イスラ

ミックセンターのホームページなどで確認ができる。 

※ハラルミールには、牛肉、マトン（1 歳以上の羊肉）、鳥肉が

存在する。牛肉は比較的安価に入手できるが、マトン、鶏肉

はやや高価である。 

 

※ハラルミールの問い合わせ先 

「イスラミックセンター・ジャパン」 

非営利・非政治の、日本におけるイスラム教徒のための団体。

同団体のホームページでは、全国のハラルミールの販売店一

覧を紹介している。オンラインで注文できる販売店も存在す

るが、同団体では、これらの店が扱う商品のハラル性を保証

しているものではない。 

〒156-0041 東京都世田谷区大原 1-16-11 

TEL：03-3460-6169、FAX：03-3460-6105   

http://islamcenter.or.jp/jpn/Halalfoodstores.J.htm 
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「宗教法人日本ムスリム協会」 

日本における最初のイスラム教徒の団体。政治色を持たず、

幅広い活動を行っている。 

本部事務所： 

〒151-0053 東京都渋谷区代々木 2-26-5 バロール代々木

1004 号 

TEL：03-3370-3476、FAX：03-3370-3420 

営業時間：平日 10:00～18:00 

休日：土・日・祝祭日、年末など 

 

○ コーシャミール （ユダヤ教） 

 

※国内で入手するのは難しい。 

 

※コーシャミールの問い合わせ先 

「日本ユダヤ教団」 

東京・広尾にあるジューイッシュ・コミュニティ・センター。

同事務所 2 階では、コーシャミールのレストランも提供して

いる。 

〒150-0012 東京都渋谷区広尾 3丁目 8-8 

TEL：03-3400-2559、FAX：03-3400-1827 

e-mail：office@jccjapan.or.jp 



31 

２-４ 予約時、来店時の対応 

 

１.予約受付の流れ                           

 

・ 外国人のお客様の予約受付に際しては、現場で取捨選択をしながら、以下

の流れで対応にあたることが望ましい。 

 

 

① 「予約日時」と「利用人数」の確認 

 

 

② 「国籍」の確認 

 

→国籍が分かるとおおよその料理の内容を想像しやすい。 

 

 

③ お客様の要望の確認 

 

１）食べられない食材の確認 

→本マニュアル「2－3 食材、料理に関する理解」の【表 宗

教・嗜好別 取扱い注意の食材】と【表 お客様の要望別 取

扱い注意の食材】を参照。特にアレルギー、ベジタリアンにつ

いては注意が必要。 

 

２）食べたい料理の確認 

→外国人のお客様は、自分が食べたいものに関する知識や情報

を持って来店することが多い。 

 

 

④ お客様が食べられる食材（料理）を提案 

 

→お客様が食べられない食材を尋ねるのではなく、食べられる

食材（料理）をお店側から提案して、お客様との応答の中で

メニューを組み立てていく（例：豚がダメなら鳥を提案など） 

 

→お店の対応状況、提供できる料理の内容を正確に説明する。

（食材の仕入状況や調理場の状況などによって、お客様の要

望に対して完全に応えることができない場合がある） 
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→お客様の要望に応えられない場合は、可能であれば、近隣で

対応できるお店を紹介する。そのためにも、事前に対応でき

るお店をリストアップしておくとよい。 

 

→「お食事が終わったあとに何か予定はございますか」「お仕事

でのご利用でございますか」と尋ねて、お客様の利用時間を

あらかじめ把握しておくとよい。 

 

→ビジネス客は、飲食施設の利用時間が限られている場合があ

るため、短時間で食事ができる料理やサービスを勧めるとよ

い（特に会席料理など、順番に運ばれている料理を扱う場合）。

またビジネス客は、商談中に人が部屋に入ってくることを嫌

がるため、会席料理など、順番に出す料理は避ける方がよい。 

 

→複数のお客様の一部に食事の規制が必要な方がいる場合には、

対象者だけに特別な食事を提供するのか（それ以外のお客様

には通常の食事を提供）、対象者を含めた全員に同じ食事を提

供するのか、確認をする。 

 

→複数のお客様客の場合、お客様の中でゲストホストの関係が

あることもあるため、確認をする（ゲストに対しては料金が

表示されていないメニューを提供するなどの対応）。 

 

→席の序列については、必要に応じて、直接お客様に確認する。 

 

※③と④のやり取りを繰り返すことで、提供できるメニューを組み

立てていく。 

※リクエストに対しては「対応できること」と「対応できないこと」

をはっきりと伝えることが非常に重要である。曖昧な言い方は相

手に期待を持たせてしまうため、避けるべきである。 

※予約から受入当日まで時間がある場合には、当日提供するメニュ

ー内容をお客様にＦＡＸなどで連絡するとよい。連絡を入れる場

合には、予約受付の時点でお客様の連絡先を確実に確認する。連

絡もできるだけ早くする方がよい（2日以上相手を待たせない）。 
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⑤ その他の確認 

 

１）飲酒の確認 

→イスラム教、ユダヤ教などはアルコールが禁止される。コー

ス料理でワイングラスがテーブル上に置かれていることに嫌

悪感を表す人もおり、ワイングラスは下げておく必要がある。 

 

２）喫煙禁煙の確認 

→喫煙に対して非常に敏感な外国人のお客様もいるため、分煙

が徹底されていない場合には、その旨をお客様に伝える必要

がある。 

 

３）リコンファームとキャンセルチャージの確認 

→特に海外から電話で予約がされる場合には、当日キャンセル

を防ぐために、「仮予約として扱うこと」、「来日時に再度確認

の連絡を入れてもらうこと」、「確認の連絡がない場合には予

約取消とすること」をお客様に伝える。 

 

→キャンセルチャージを請求する場合に備えて、お客様の確実

な連絡先を予約時に確認しておく必要がある。 

 

 

⑥ 予約内容の最終確認 

 

→お客様の了解を得たうえで、提示した条件に基づいた料理を

提供することを、再度確認する。 
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２.お客様来店時の対応                         

 

・ お客様の要望の確認については、１．予約受付の流れに準ずる。 

 

・ 従業員にお客様の国の言葉（英語など）を話せる人間がいる場合は、その

従業員が対応にあたるとよい。 

また言葉のコミュニケーションができない場合にも、決してあわてず

に、片言で構わないので、相手の目を見ながら、丁寧に誠実に対応する

必要がある。大切なことは「Ｗｅｌｃｏｍｅ」の気持ちを以て、気持ち

良くお迎えすることである。 

お客様のお名前で呼びかけることは喜ばれるが、敬称には細心の注意

を払う必要がある。 

 

※敬称に関しては、日本マナー・プロトコール協会のホームページを

はじめ、様々な所で紹介されているため、そちらを参照のこと。 

（ http://www.e-manner.info/hospitable/party.html ） 

 

・ できあがるまでに時間を要する料理を扱う場合は、お客様に対して事前に、

料理ができあがるまでのおおよその時間を伝えておく必要がある。 

また、外国人のお客様は日本人よりも食事の分量が多いことがあるた

め、注文を受けた際には、料理のおおよその分量を伝えるとよい。お客

様に理解できる表現をすることが望ましい（食材のグラム数、食材の長

さや大きさ、皿の枚数などを実際に器やお皿を見せて説明するなど）。 

 

・ 外国人のお客様から個室の利用について希望がある場合は、畳敷きの和室

を用意すると喜ばれる。逆に、畳敷きの和室ではないと、がっかりされる

こともある。 

また、外国人のお客様は正座には慣れていないことが多いため、掘りご

たつのある部屋、和室の椅子席などを用意できることが望ましい。 

 

・ ビジネス客は利用時間が限られているため、サービスの間隔（時間配分、

料理と料理の間隔など）にも気を遣う必要がある。 

席の序列については、必要に応じて、直接お客様に確認する。 

また、パーティ利用の場合には、相手国の国旗を置くと喜ばれる。 

 

※席の序列や国旗掲揚に関しては、日本マナー・プロトコール協会の

ホームページをはじめ、様々な所で紹介されているため、そちらを

参照のこと。 

（ http://www.e-manner.info/hospitable/party.html ） 



35 

２-５ 外国人客への適切な情報提供 

 

１.メニュー表示                            

 

・ メニューには、最低限、「日本語と英語を併記したメニューを用意するこ

と」が求められる。単純に日本語をローマ字表記にするのではなく、「料

理内容を外国人のお客様が理解できる英語表現に翻訳すること」が重要で

ある。また、お店の外にもメニューを提示しておく。 

いずれもお客様の安心感につながり、同時に、飲食店における無用な事

故を未然に防ぐ可能性を高めるものである。 

 

・ 料理の価格を理解しないまま、自国と同じ感覚で料理を注文する外国人の

お客様もいるため、メニューには料金をアラビア数字で明示する必要があ

る（漢数字の使用は避ける）。また、無料でお代わりができるもの（ご飯

やお味噌汁など）も、メニューに明記しておいた方がよい。これらは状況

に応じて、事前にお客様に直接説明することが望ましい。 

 

・ その他にも、以下の項目の表示について検討するとよい。状況に応じて、

事前にお客様に直接説明することが望ましい。 

 

→「日本の飲食施設のシステム」 

税金の金額、ノーチップ制、お通しに別料金が発生すること、伝票の

取り扱い（テーブルチャージもしくはキャッシャーチャージ）などに

ついて、簡単に記述するとよい。 

 

→「食材」（特にビュッフェ形式における対応） 

ビュッフェ形式の場合、各料理の前に、食材を記したプレートを置く

とよい。牛肉を扱っている料理には「beef」、豚肉を扱っている料理に

は「pork」と記す。特にイスラム教徒は、豚の姿を見ることも嫌悪す

る人がいるので、「豚のイラスト」を書くことは避けるべきである。 

 

→「その他付加情報」 

有機野菜や自然農法による野菜は、日本人のお客様だけではなく、外

国人のお客様にも高い評価を受けることが多い。食材の産地なども含

めて、メニューに表示するとよい。 
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２.店内における案内表示                        

 

・ 予約をせずに直接お店を訪れる外国人のお客様に対しては、来店時に、ア

レルギーを含めた食べられないものを確認することになる。そのため、深

刻なトラブルや事故につながらないように、細心の注意が必要である。 

「お客様の目につく場所（テーブルの上など）に『アレルギーなど、食

べられないものがございましたら、係員までお申し付け下さい』という注

意書きを日英併記で書いておく」必要がある。 

 

 

３.ホームページにおける案内表示                    

 
注）ホームページに関しては、文字の見やすさ、ページの組み立てなど、利用しやす

くするための様々な技術が存在する。ここでは、外国人のお客様から苦情が発生

しやすいものを中心に整理している。 

 

・ 料理の写真をホームページに掲載する場合には、「季節に応じて料理の内

容が変わることがあること」を記す必要がある。 

この文言が記されていない場合には、写真と同じ料理が食べられないこ

とに対して苦情を言うお客様もいる。 

 

・ ホームページには「団体でのご利用を希望されるお客様は、事前にご予約

のうえ、ご来店願います」という文章を記す方がよい。 

特に、宗教上の理由で食事の規制がある外国人のお客様（イスラム教徒、

ユダヤ教徒、ヒンドゥー教徒など）は、団体利用の場合に、適切な食材を

使用した料理を注文する傾向が強い（他人の目があるために、宗教上の教

義に則った食事を選択しやすい）。そのために、これらのお客様には、で

きれば事前に予約をしてもらい、受入準備を進める方が望ましい。 

 

 

４.日本に関する正確な知識                       

 

・ 外国人のお客様からは、「日本」と「日本文化」に関する質問を受けるこ

とが多くみられる。そのため、それらの質問に対して、的確かつ迅速に情

報提供ができるように、あらかじめ、日本の風土や歴史、日本文化、日本

の食文化などに関する正確な知識を身につけておいた方がよい。 

日本の食文化や日本の良さを理解することは、お客様の食文化・食習慣

をよりよく理解することにもつながる。 
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２-６ 外国人客の食文化・食習慣に配慮した接遇、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 

 

１.お客様の要望に対する柔軟な対応                   

 

・ 外国人のお客様は、日本人のお客様と異なる要望をする場合もあるが、厨

房とのコミュニケーションも図り、できるだけ柔軟に、ホスピタリティを

持って、対応にあたる必要がある。 

特に、特定の食材の交換に関する要望には、お客様に損をした気分を感

じさせないようにしながら、別の食材を提供できるとよい。 

 

＜外国人のお客様の要望と対応例＞ 

○ご飯をパンに替えてほしいというお客様の要望に応える。 

○ハム、ソーセージ、ベーコンなど（豚肉）を食べてはいけないお客

様には、セット料理の一部を果物に替える。 

 

 

 

２.外国人客の食文化・食習慣に配慮した接遇、コミュニケーション     

 

・ 外国人のお客様の食文化・食習慣には、それぞれの国や地域、宗教や嗜好

によって共通する傾向もみられる。そのため、おおよその傾向をあらかじ

め理解しておくことは、外国人のお客様の満足度を大きく高めるためにも、

お客様との無用なトラブルを避けるためにも重要である（国別・宗教別・

嗜好別の傾向は「ＰａｒｔⅣ 国別・宗教別・嗜好別に見た外国人客の食

文化・食習慣」を参照）。 

また、外国人のお客様も日本人のお客様と同様に、所属するコミュニテ

ィ、居住地、個人の性年齢や世代などによって食文化・食習慣が異なるこ

とがあるため、これらの情報はあくまで一般的な知識として把握し、現場

では、お客様一人ひとりの要望に合わせ、対応にあたるとよい。 

 

・ 一方で、外国人のお客様に満足していただきながら、お客様に日本の食文

化･食習慣を理解していただき、楽しんでいただくことも大切である。お

客様の食文化･食習慣に合わせすぎるのではなく、現場で判断をしながら、

日本の食文化･食習慣について丁寧に説明した方がよい場合もある。 
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・ 外国人のお客様に対して共通して配慮すべき事柄を、以下に整理した。 

 

① 一般的に、観光で訪れるお客様は好奇心を持っていろいろな食事を

食べる傾向がみられ、観光以外の目的（ビジネス、国際会議など）

で訪れるお客様は自分の普段の生活パターンを守る傾向がみられ

る。同じ人間でも、旅行の目的に合わせて食習慣を変化させること

がある。 

 

② 料理の調理方法（肉や魚の焼き方など）、お店独自に提供するサー

ビスは、日本独特のものであることが多いため、外国人のお客様が

知らなかったり気づかなかったりすることもある。そのため、飲食

提供者の方で先にそれらを予期して、事前にお客様に説明すること

が望ましい。 

特にヨーロッパや北米のお客様は、朝食の卵の焼き方に様々な要

望をする傾向が強い（卵を焼く時間、返しの有無など）。 

また、相席は日本独自のサービスであり、外国人のお客様には嫌

がる人が多い。 

 

③ 全ての外国人のお客様が箸を使えるわけではないため、お客様の要

望に応じて、フォーク、ナイフ、スプーンを準備する。 

 

④ カウンターで調理人と対面し、食材や調理が見える料理（寿司、鉄

板焼き、天ぷらなど）は、外国人のお客様全般に人気が高い。なか

でも寿司は、日本を象徴する料理として、世界各国で高い人気を集

めており、1 つの文化的イメージとしても扱われるようになった。

ただし鉄板焼きに関しては、目の前で殺生が行われることを嫌う人

もいる。 

居酒屋は、日本文化を体験できる場所として、多くの外国人の

お客様に人気がある。選択肢が豊富で、料金的にも安心できるこ

とも人気の理由になっている。 

また、「ヤキニク」（＝焼き肉）は「テリヤキ」（＝照り焼き）と

並んで、世界に通じる日本料理になっている。 

 

⑤ 日本の魚料理で骨がついているものは、お客様に事前に説明する方

がよい。 
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⑥ まれに、外国と日本では同じ名称だが、内容が異なる料理があるの

で、確認する方がよい場合もある。 

 

＜名称が共通だが内容が異なる料理例＞ 

○シーフードサラダ 

･･･「魚介類＋青物」の料理、「魚介類のみ」の料理がある。 

 

⑦ ヨーロッパや北米のお客様には、日本人と比較して、料理のコスト

パフォーマンスに対する意識が強い人が多くみられる。また、サー

ビスに対する意識が高いため、料理の金額イコールサービスの内容

と捉え、多くの要望を提示する場合もある。 

 

⑧ ヨーロッパや北米のお客様には、食事をしながらサービススタッフ

と会話を楽しむことを好む人も多い。その場合は、フレンドリーか

つ丁寧な態度でお客様に話しかけるとよい（ただし、客席にいる全

てのお客様に均等に話しかけるように注意する必要がある）。 

 

＜お客様に話しかけるタイミング例＞ 

○料理のオーダーを受けるとき（料理の食材や分量などを説

明する） 

○料理を配膳するとき（料理の説明をする） 

○お客様のお食事が終わったとき（料理の感想を尋ねる） 

○その他（お天気、これからの予定などを尋ねる。お客様に

参考になる情報を提供する） 

 

 

⑨ ヨーロッパや北米のお客様と、アジアのお客様では、体感温度が異

なることがある。そのため、同じ室内に同席する場合は、室内の温

度調整が難しいこともある。 

 

⑩ ヨーロッパや北米のお客様は、日本人と比較して、体が大きい場合

がある。ゆったりとくつろげる席、テーブル、掘りごたつのある個

室などにお連れするとよい。 
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2－7 お見送り時の対応、外国人客受入経験の蓄積 

 

１.お見送り時の対応                          

 

・ 外国人のお客様がお帰りの際には、必ず「お食事は如何でしたか」と尋ね、

お客様の意見・感想を確認する。外国人のお客様の意見は、日本人のお客

様からの意見と同様に、料理、サービス、お店の受入環境などをさらに改

善するための貴重な情報として役立つ。 

 

・ お出迎えしたときと同じように、気持ちよく「Ｔｈａｎｋ Ｙｏｕ」の気

持ちでお見送りをする。 

 

 

２.外国人客受入経験の蓄積                       

 

・ 外国人のお客様の要望には、初めての場合はとまどうことも多いが、一度

対応すれば、その経験を次回に活かすことができる。外国人のお客様の受

入経験を重ね、扱っている食材と料理で忌避されやすいもの、お客様が求

める食事の味付けなどについて、情報と経験をストックすることによって、

外国人のお客様に対するより質の高い接遇、より柔軟な受入が可能になっ

てくる。 

また、宗教上の理由で食事規制を持つ様々なお客様に対して、決して偏

見を持たず、恐れず、積極的に受け入れていくことは、国際感覚とプロフ

ェッショナルとしての意識を備えた従業員を育てることにもつながって

いく。 
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2－8 外国人客からの苦情、トラブルへの対応 

 

１.苦情、トラブル対応の心構え                     

 

・ 外国語でお客様とコミュニケーションをする場合、正確に相手の意図・要

望を把握できないと、大きな問題や事故につながる場合がある。「相手の

意図を正確に把握すること」、「個人で勝手に判断しないこと」、「中途半端

な受け答えはしないこと」、「こちらが“対応できること”と“対応できな

いこと”を明確にお客様に伝え、お客様に決定（納得）してもらうこと」、

「誠意ある対応をすること」が重要である。 

 

・ また、苦情やトラブルの原因の大部分は、外国人であるお客様の食文化を

含めた価値観、食習慣を含めた行動様式を理解できなかいことから生じる、

行き違いや誤解である。「お客様の価値観と行動様式について事前に理解

を深めておくこと」、「飲食施設が提供する食材、サービス、システムなど

について事前に十分理解しておくこと」、「現場でお客様の求めるものを事

前に察すること」、「いくつかの代替案を用意しておくこと」が重要である。 

 

 

２.苦情、トラブル対応の事例と対処方法                 

 

 

＜食材・料理に関する事例①＞ 

外国人のお客様に関する最大のトラブルは、イスラム教、ユダヤ教、ヒン

ドゥー教などの宗教の信者が、宗教的に禁じられているものを知らずに食べ

てしまうことである。 

その原因としては、飲食提供者側が勝手な判断に基づいて料理を提供した

こと、外国人のお客様と正確なコミュニケーションができなかったことなど

が挙げられる。 

 

対処方法） 

→予約受付やオーダーの時点で、お客様の食べられない食材を正確に把

握することが必要である。中途半端な語学では大きな間違いにつなが

ることがあるため、特にアレルギーをはじめとする食べられない食材

については、口頭での理解が困難であれば、紙に書いてもらう、英語

の辞書を使って指し示してもらうなどの対応を取るとよい。 
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→また、個人で勝手に判断することも厳禁である。「ベジタリアン」とい

う呼称だけで肉だけを食べない人だと思いこみ、お客様に確認をしな

いで料理を提供してしまうことなども原因となる（実際には鳥肉、魚

肉、卵、乳製品を食べるベジタリアン・食べないベジタリアンがいる）。

お客様が食べられない食材を正確に把握したら、調理場に確認を取り、

対応ができるかどうかをお客様にはっきりと伝える必要がある。 

 

 

 

＜食材・料理に関する事例②＞ 

イスラム教のハラルミール、ユダヤ教のコーシャミールなど、調達できな

い食材を要望され、さらに代替案として提示した料理も拒否された場合には、

お客様が食べられる料理を提供できないことになる。 

その原因としては、食材の調達に関する情報が不足していること、提供す

る代替案がお客様にとって魅力的ではないことなどが挙げられる。 

 

対処方法） 

→対応できるお店が近隣にある場合は、お客様にそのお店を紹介すると

よい。曖昧な回答でお客様に期待させること、個人の勝手な判断でお

客様を受け入れることは避けなければならない。 

→特別な食材の仕入れ先について、事前に情報収集をしておくとよい。 

 

 

 

＜食材・料理に関する事例③＞ 

日本の料理（特に和食）は分量が少ないと感じるお客様もいるため、不満

を持たれることもある。 

その原因としては、お客様の食習慣に関する情報が不足していたこと、食

事前に料理の分量に関する説明をしていないことなどが挙げられる。 

 

対処方法） 

→オーダーの時点で、提供する料理の分量を説明するとよい。併せて、

お代わり自由のもの（ご飯や味噌汁など）がある場合には、お客様に

説明するとよい。 

→大盛りには追加料金が発生するなど、飲食施設の独自のシステムにつ

いても、食事前に説明するとよい。 
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＜食材・料理に関する事例④＞ 

提供された料理に生ものが含まれていたり、料理が冷たかったりすると、

不満を感じたり明らかな嫌悪感を示すお客様も多い。 

その原因としては、お客様の食習慣に関する情報が不足していたこと、食

事前に料理の調理方法に関する説明をしていないことなどが挙げられる。 

 

対処方法） 

→あらかじめ、注意しておいた方がよい食材や調理方法について理解し

ておき、お客様がそれらの食材や調理方法を用いた料理を注文した場

合には、料理の内容を説明するとよい。 

→料理を配膳した時点でお客様が食べられないことが判明した場合には、

お客様に対してお詫びをするとともに、可能であれば、別の調理方法

などを提案してもよい（刺身が食べられない場合は鍋料理にして、刺

身を煮て食べていただくなど）。 

 

 

 

＜食材・料理に関する事例⑤＞ 

朝食には和食を出すなど、特定の料理しか用意していない場合には、お客

様がその料理を食べられなかったり不満を感じたりすることがある。 

その原因としては、メニューに選択肢がないこと、事前に料理の内容を説

明していないことなどが挙げられる。 

 

対処方法） 

→可能であれば、朝食にはトーストと卵料理も用意する、ご飯のほかに

パンを用意するなど、複数の選択肢をメニューに盛り込み、お客様が

料理を選べるようにすることが一番望ましい。 

→特定の料理しか用意していない場合は、事前に料理の内容を説明して、

お客様に納得をしていただいたうえで料理を提供する必要がある。 

→料理を配膳した時点でお客様から要望が出た場合は、料理の一部を別

のものと取り替える（ハムと果物を取り替えるなど）など、柔軟な対

応が取れることが望ましい。 
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＜食材・料理に関する事例⑥＞ 

料理を配膳した際に、ホームページやパンフレットの写真、店頭のサンプ

ルなどと実際の料理の内容が異なる点について、苦情を言うお客様もいる。 

その原因としては、料理内容に関する情報提供が不充分であったことが挙

げられる。 

 

対処方法） 

→料理の写真及びサンプルを提示する場合は、併せて、「季節に応じて料

理の内容が変わることがあります」などの説明書きを記す必要がある。 

 

 

 

＜食材・料理に関する事例⑦＞ 

お客様から特別な要望を受けて調理した料理が、要望通りにできなかった

ため、お客様の不満や苦情に結びつくこともありうる。 

その原因としては、お客様の要望した調理方法（卵の焼き具合など）が正

確に把握できなかったこと、現地の食材や調味料を使わないために味付けが

異なること、外国と日本では同じ名称だが内容が異なる料理が注文されたこ

となどが挙げられる。 

 

対処方法） 

→オーダーを受ける時点で、調理方法を正確に確認することによって、

お客様の要望する味付けにできるだけ近づけることができる。外国人

のお客様の受入経験を重ねることを通じて、お客様が求める料理の味

付けに関する情報と経験はストックされていく。 

→できるだけ現地の料理の味付けを忠実に再現したい場合には、現地の

食材（特に米）や調味料を使って料理することを検討してもよい。 

→まれにではあるが、シーフードサラダなど、外国と日本では同じ名称

だが内容が異なる料理も存在する（シーフードサラダには「魚介類＋

青物」の料理、「魚介類のみ」の料理がある）。内容が不明確な料理は、

オーダーを受ける時点で、料理の名称だけではなく料理の内容も確認

するとよい。 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

＜サービスに関する事例①＞ 

お客様の言葉が通じないために、お客様が頼みたい料理を注文できなかっ

たり、場合によっては、途中で帰ってしまったりすることもありうる。 

その原因としては、日本語と英語が併記されたメニューがないこと、飲食

提供者があわててしまい十分な対応が取れないことなどが挙げられる。 

 

対処方法） 

→日本語と英語が併記されたメニューを用意しておけば、言葉が通じな

い場合にも、お客様はメニューを見ながら食べたい料理や食べられな

い料理などを選ぶことができる。 

→言葉が通じない外国人のお客様が訪れる際にも、お客様にあいまいな

態度を取ること、受入を拒絶することは絶対に避けるべきである。外

国人のお客様も、日本人のお客様と同様に、ホスピタリティを持って

お迎えすることが大切である。 

 

 

 

＜サービスに関する事例②＞ 

特に宗教上の食の規制事項があるお客様は、食材がよく分からない料理（特

に肉料理など）を拒絶する場合もある。また、メニューに掲載された料理名

が単純にローマ字表記されている場合にも、お客様は料理の中身が理解でき

ない。 

その原因としては、食材・料理内容に関する情報提供が不充分であること

などが挙げられる。 

 

対処方法） 

→料理に使用している主要な食材をメニューに記載することを検討する

とよい（特に豚肉、牛肉など）。ビュッフェ形式の場合には、料理名と

（主要な）食材を記したプレートをすべての料理の前に置くとよい。 

→メニューには、単純にローマ字表記をした料理名を並べるのではなく、

料理内容が伝わるような英語表現を用いる必要がある。 

→宗教上の食の規制事項があるお客様に対しては、扱っている食材につ

いて直接説明するとよい。 
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＜サービスに関する事例③＞ 

外国人のお客様は、特定の食材を「用いた」料理を注文する、特定の食材

を「用いない」料理を希望する、宗教上の理由で日没から夜までは一切食事

を食べないが夜には多くの料理を要求するなど、日本人のお客様と比較して、

個別の要望が多くみられる場合がある。飲食提供者が十分な対応を取れない

場合には、不満や苦情に結びつくこともある。 

その原因としては、対応できることと対応できないことを明確に説明しな

かったこと、魅力的な代替案を示さなかったことなどが挙げられる。 

 

対処方法） 

→お客様の要望に対して完全に応えることができない場合にも、対応で

きることと対応できないことについて、お客様が納得するように、丁

寧に説明をする必要がある。飲食提供者は、対応できる料理とサービ

スの範囲について、あらかじめ把握しておかなければならない。 

→対応できない料理とサービスをお客様に要望された場合に備えて、い

くつかの代替案を提供できるように準備するとよい（対応ができる他

のお店を紹介する、別の食材を使った魅力的な料理を検討するなど）。 

 

 

 

＜サービスに関する事例④＞ 

予約時間に遅れて来たお客様に対して、お店の混雑などを理由に受入がで

きないことを伝えると、苦情を言われる場合もある。 

その原因としては、予約受付の際に、リコンファームとキャンセルチャー

ジの確認ができていなかったことなどが挙げられる。 

 

対処方法） 

→電話で予約がされる場合は、当日キャンセルを防ぐために、「仮予約と

して扱うこと」、「来日時に再度確認の連絡を入れてもらうこと」、「確

認の連絡がない場合には予約取消とすること」をお客様に伝える必要

がある。 

→キャンセルチャージを請求する場合に備えて、お客様の確実な連絡先

を予約時に確認しておく必要がある。 
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＜サービスに関する事例⑤＞ 

お店が混雑している場合にお客様に相席をお願いすると、不満を明らかに

する人も多い。 

その原因としては、お客様の食習慣に関する情報が不足していたことが挙

げられる。 

 

対処方法） 

→一般に、外国人のお客様には相席をする習慣がないため、相席をお願

いすることはできるだけ避ける方がよい。 

 

 

＜サービスに関する事例⑥＞ 

ヨーロッパや北米のお客様には、日本人と比較すると身体のサイズが大き

いため、椅子に座ると窮屈に感じて、不満を言う人もいる。また、畳敷きの

和室で食事をする場合、正座ができずに窮屈な思いをするため、不満を言う

人もいる。 

その原因としては、予約受付の時点で、部屋の間取りや座席に関する説明

をしなかったことなどが挙げられる。 

 

対処方法） 

→特に、店内の座席が小さめのサイズの場合、畳敷きの和室に椅子を持

ち込めない場合は、予約受付の時点で説明をする必要がある。 

→掘りごたつ式の和室を設置すること、和室にテーブルと椅子を持ち込

むことについても、必要に応じて、検討するとよい。 

 

 

＜サービスに関する事例⑦＞ 

店内で喫煙が可能な場合や、店内での分煙が徹底できていない場合には、

お客様が苦情を言うこともある。 

その原因としては、予約受付やお客様の来店時に、店内の喫煙・禁煙状況

について説明をしなかったことなどが挙げられる。 

 

対処方法） 

→特に、店内で喫煙ができる場合、店内での分煙が徹底できていない場

合は、予約受付とお客様の来店時に説明をする必要がある。 

→店内を全面禁煙にすること、店内での分煙を徹底することについても、

必要に応じて、検討するとよい。 
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＜サービスに関する事例⑧＞ 

会席料理は一品一品配膳されるため、会席料理を知らない外国人のお客様

は不安やとまどいを感じることが多い。特に、ご飯とおかずを一緒に食べる

ことを習慣にしている外国人のお客様は、食事の最後にご飯が配膳されるこ

とに不満を感じる。 

その原因としては、会席料理の配膳方法やサービスの間隔に関する説明が

食事前にされないことなどが挙げられる。 

 

対処方法） 

→会席料理及びその他の調理に時間が掛かる料理の注文を受けた場合に

は、料理の配膳方法、配膳までに要するおおよその時間を説明する必

要がある。 

→調理に時間がかかる料理については、メニューに注意書きを記すこと

も検討するとよい。 

 

 

＜サービスに関する事例⑨＞ 

メニューや店内の案内に外国語だけが表示されている場合、差別されてい

ると感じて苦情を言う外国人のお客様もいる。 

その原因としては、外国語と日本語が併記されていないことが挙げられる。 

 

対処方法） 

→メニューや店内の案内など、日本語と外国語を併記する必要がある。 

 

 

＜サービスに関する事例⑩＞ 

特定のお客様に話しかける頻度が高いと、差別されていると感じて苦情を

言う外国人のお客様もいる。 

その原因としては、お客様の様子を見ながら、店内のお客様に対して分け

隔てなく話しかけなかったことが挙げられる。 

 

対処方法） 

→外国人のお客様に限らず、お客様の様子を見ながら、店内のすべての

お客様に対して気を配ることが大切である。 
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＜サービスに関する事例⑩＞ 

お通しを提供する場合には、要求していない料理の金額が請求されたこと

に対して苦情を言うお客様がいる。また、高額な料理を知らずにたくさん注

文してしまい、会計の際に驚いてしまうお客様がいることもある。 

その原因としては、お店のシステム（お通しに料金が発生することなど）

や料理の金額が明示されていないことなどが挙げられる。 

 

対処方法） 

→お通しを提供するなど、飲食施設の独自のシステムについては、メニ

ューに説明書きを加えるとともに、食事前に説明するとよい。 

→料理の料金はすべて明示すること、時価の料理については注文を受け

た際に料金を説明することが望ましい。外国人のお客様の中には、自

国で同様の料理を食べるのと同じ感覚で、高額な料理（寿司など）を

たくさん注文してしまう人もまれにみられるので、様子を見ながら、

お客様に説明する方がよいこともある。 

 

 

３.病気・事故への対応                         

 

・ お客様が病気または事故にあった場合は、決して慌ててはならない。普段

からお客様が病気または事故にあった場合の備えをしておき、冷静かつ迅

速に対応しなければならない。 

「緊急連絡網」や「近隣の病院リスト」など、定められた連絡先が存

在する場合には、まずはそれらに連絡をする。病院が休診の場合には、

救急車を呼ぶ。病院や救急車に連絡を取ったら、医師に対して、患者が

外国人であること、患者の状態を伝える。その後は、医師の判断に従っ

て迅速に対応を取っていくことが大切である。 

決して自分の判断でお客様の体に触れたり、運んだりすることは避け

なければならない。冷静かつ迅速に行動できるようにするためにも、平

時から、その心構えと訓練、準備をしておく必要がある。 
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